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特 集 福 祉 農業

「夏休み小学生福祉体験講座j の開催と園芸の組み合わせ

塩 崎 裕子 *

〔キーワー ド):高齢者介護，園芸 レクリ エーショ

ン，世代間交流，地域福祉，園芸

福祉

2011年 7月 25日朝，12名の児童が「夏休み小学

生福祉体験講座Jに参加するために特別養護老人

ホーム S施設 (以下 rs施設J と略す)に集まっ

た.児童たちは，市の広報誌や公共機関，自治会回

覧などに掲載された募集記事を見て市内全域から

「楽しみ一Jと期待をもってやってきた.表lは， 2011

年「夏休み小学生福祉体験講座」のカリキュラムで

ある しかし，最初からこのような密度の高い講座

ができたわけではなかった.

この講座を主催するボランティア団体の「イーハ

トーブ湘南Jは，神奈川県茅ヶ崎市で、活動を始めて

10年になる市民活動団体である.現在は人，家庭，

地域，社会をつなぐ『園芸福祉』 の考えに共感 し，

複数の高齢者介護施設に出向いて「季節を届ける園

芸レク リエーションJという活動や庭や花壇作りを

展開している.この団体が.今も継続した活動が続

けられているのは， 小学校の保護者の集まりから生

まれたボランテイア活動であり ，子どもたちの成長

を願う 地域の力が強く後押ししてくれていたから

と思っている.

本稿では，小学校の保護者たちが始めた， 児童と

高齢者の世代間交流のスター卜から r夏休み小学

生福祉体験講座」に続いている 10年聞を，写真と

児童が書いた作文(児童は毎回「振り返り」を書く)

を引用して紹介する，さらに主催がボランティア団

体である理由， 10名募集の理由，開催費用や携わる

マンパワーなど，継続するために解決 しなければな

らなかった事柄について記すことにする

表 I 平成 23年夏休み小学生福祉体験講座カ リキュラム

日 程 会甥と体E車内容 午後の会燭と体験内容

午 前 の 剖 摘釘とザポーター 午後の剖 鴎師とザポーター

7月 9:30 .才リエンテーション
イハトフ潤問
塩帽 12:40 -庭に出てみよう 塩崎

25日 10:00 -一緒の仲間を知ろう ・エクスサイズ 13:20 -車いすの使い方① 永田司区輯痩

上野師師
(月} 10:30 ポランテイア

ボランテイア 14:20 -施股の仕事体厳 (3階〉

11:10 -施段見学
務目前畏 15:00 

12:00 -思食〈お年寄りの車事作りについて〉 青木管理栄置士 15:40解散 初日の撮りかえり 塩崎

8月 9:30 -朝のあいさつ 塩崎 12:40 -遊びの進め方 上野摘師

1日 10:00 -車いすの使い方② ポランァイア 13:20 -お年篭りとあそぼ 〈デイヲーピス〉 ボランテイア

(月) 10:30 
上野講師 施股掴員

11:00 -お年電りと遊15，.遊びづくり 14:20 -施股の仕事体験11階) 筒曲醐圃

11:30 15:00 ボランティア

12:00 -思食 15:40解散 .2回目振り返り 塩崎

B月 9:30 -朝のあいさつ 塩崎 12:40 圃湘南夢わくわく公園へお出かけ 拙R講師

3日 10:00 園田が見えない人のことを知る '"柑鶴師 「わくわくお温」利用 施股闘員

(水) 10:30 見えなくて困ること、困らないこと 総R続的 13:40 -シャボン玉遊び ボランティア

11:00 -見えない人と見えにくい人 ボランティア -詰摘み・お話し・お茶飲み

点字について ・道案内の方法 15:30 -スイ力劃りして誘導法のおさらい

12:00 -思食(アィマスヲをして直べてみよう〉 16:00解散 圃3日目の娠り返り 壇帽

8月 9:30 -朝のあいさつ 塩崎 12:40 -おやつバザール準備

5日 10:∞ -人とのつながり ・福紘つてなに? 担問調師 13:40 -おやつバザール開催 拙R踊師

(金) 10:30 身体が弱い人のことを知る ボランティア *ゲ-b.体駿 施股聞員

11:∞ *貯きなおやつ選び ボランテイJ'

11:30 -おやつパザール準備 15舟O 綿座のまとめと4日間の娠り返り 総沢脇師

12:10 -昼食 16:00解散 塩崎

-ィーハトープ湘南 ・会長 (YukoShiozaki) 0369-5247/10/干500/1論文/JCOPY
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活動の原点

(1) 2000年一無謀と言われた初めての施設訪問

最初の一歩は，介護保険制度が施行された 2000

年 7月， 3年 2組の担任教師と児童，保護者が学区

内に新設された S施設を訪問し，お年寄りと「おや

つをいっしょに食べよう j という，目的を掲げて楽

しく過ごしたことに始まる(写真 1). 

写真 1 3年生初回訪問は似顔絵描き
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特別養護老人ホームなどの高齢者介護施設は，介

護保険が始まるまで市街地から離れた場所にあり，

日常生活では見ることのない建物だった.ニュース

で聞く介護保険と，近くにできる S施設との関係が

よくわからないと話していると， r特養ってどんな

ところワ見学できるかなJと誰かがつぶやいた.つ

ぶやきを聞いた PTA役員，担任教師，施設長と表 2

に記載した流れで，開設から 2ヶ月目に訪問が実現

した.

訪問当日は，表 3のとおり，参加児童がかたまら

ないよう班別になって全館に散らばった.児童と付

き添いの配置は事前に S施設側と担任教師，保護者

に周知し，児童は保護者の見守りのもと，少人数に

分かれてお年寄りのみなさんと交流した.表 4は当

日の参加者の内訳である.後日，先進的と言われる

介護保険施設の施設長は r制度が変わる時期に，

それも開設から 2ヶ月で小学生を受け入れるなんて，

無謀すぎてここでは考えられなしリと言われた.本

当はみんな心配だった.

表2 施設訪問までの流れ

4月下旬 S施設長訪問 児童の訪問の希望を伝える

5月下旬 学校長あて 担任教師と学級PTAの連名で校外学習の申請書提出

S施設長 受け入れ受諾の知らせ

6月初旬
学校長 校外学習許可

S施設長，担任教師 日程調整:7月12日に決定

7月初旬 S施設長 [事前講習]来校して施設内を写真で紹介.また，こんな方がみんなを待ってい

ますと話した

担任教師 [事前講習]施設訪問時に注意することなど，マナー中心の話

7月初旬 2組保護者宛 参加の申し込み受付.参加者一覧表作成(行事保険加入)

訪問直前 S施設，保護者 参加者一覧表配布

訪問直後 担任教師による 児童tが作文を書く(PTA役員により記録と一覧作成， S施設と保護者あてに夏

休み前に配布)

夏休み明け 保護者会 9月の保談者会で継続かどうか含めて話し合い

表3 訪問児童の班別振り分け一覧

各階担当斑と人数( )内保護者数内訳

l階・5班 10名(3名)

2階:4，6班 17名 (5名)

3階・ 1，2， 3班と恒任 28名

児童が考えたパフォーマンスのいろいろ

本読み，似顔絵描き，折り紙，あやとり，竹

とんぼ，こま廻し，リコーダー吹き，お話し，
ゲームなど

表4 訪問の記録

参加総数 56名(担任含む)

参加児童数 35名

付き添い者数 20名(就学前の幼児含む)

訪問時間 1 3:5 0~ 15: 40 

特養参加者数 62名

7名 デイサービス

5名 ショートステイ

15名 痴呆床

35名 要介護者
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以下は訪問時の感想を児童が書いた作文の抜粋

である.素直な気持ちが綴られていた

。7月 12日に，老人ホームに行っておかしを，

食べた.おばあさんとお話をした.一人のおば

あさんは八十八才で，もう一人のおばあさんは

九十四才だった.八十年ぐらい生きていてすご

いな.

。ぼくは，老人ホームでいちばんおもしろかった

ことは，おばあちゃんたちと竹とんぼをやった

ことです.さいしょはとばなかったけど，おば

あちゃんにこつをおしえてもらったら，よくと

ぶ竹とんぼができた.

。わたしははじめドキっとしました.おねえさん

(職員)が，いろんなところをおしえてくれま

した.わたしたちのおやつはゼリーで，おばあ

ちゃんたちはプリンでした.おもしろかったで

す.

。水曜日老人ホームにいった.学校が終わってか

らいった.さいしょはこわかったけど，いるう

ちになれてきた.車し、すにのった.すこしこわ

かった.おもしろかった.

。おやつを食べている時，さいしょは，きんちょ

うしていたけど，山本さんとドレミの歌をうた

うのにきめてうたった.それからリコーダーも

ふいた.もってきてない人は歌ってくれました.

おばあちゃんはとてもよろこんでいました.

。ことばをはなそうとしてもことばが出なかっ

た.いみがわかんない人がいた.くるまいすの

人もいた.作曲家だ、った人もいた.いろんな人

がいた.

(2) 児童の訪問，その後

訪問した児童の 33名がまた行きたいと言い，次

に訪問するときは何をしたいかと聞くと，①話し相

手になりたい 29名，②車いすを押したり，入所の

人を助けたり手伝いをする -27名，③掃除など，建

物をきれいにする手伝い 14名だった.訪問後，担

任教師の指導で書かれた児童の作文は，短い文章の

中に，長く生きてきた人への尊敬と褒められること

のうれしさ，一緒の時聞を，互いに楽しめた事への

満足する想いが詰まっていた.担任教師は，児童た

ちが，お年寄りと予想以上にコミュニケーションが

取れたと話していたし，保護者たちは児童の何気な

い振る舞いや，自分たちで考えて行動できたこと，

そしてお年寄りが本当に喜んでいたことに驚いて

いた.さらに，自宅では，こんなこと，あんなこと，

こうだったと，ずっとしゃべりっぱなしだったと，

何人もの保護者から報告があった.

後日振り返った時，児童が小グ、ループで、お年寄り

の所に向かい，それぞれが楽しく過ごしたことが，

その後の活動の方向性を決め.長く続く要因になっ

たと気がついた.その時の子どもたちを知る大人た

ちは，子ども扱いしないでじっくり向き合い，信じ

て任せることが大切で，必要なことと確認しあった.

次に訪問するかどうかは児童本人に任せた結果 1

回に 5 名~9 名のグ?ループρで.訪問を続けることに

なった.

(3) 2002年一第 1回の訪問から 2番目の施設が加

わる

訪問日は，長期休みや早帰りの日を利用，年間 9

回ほどになった.参加児童はバラエティーにとんだ

楽しみ方や季節行事を考えて.お年寄りたちと職員

を巻き込んで楽しんでいた.さらに， 2002年，認知

症対応グ、ルーフ。ホーム F施設(以下 IF施設」と

略す)から遊びに来て欲しいと依頼された.F施設

は，訪問時期の希望や，季節の行事を児童と一緒に

楽しみたい，という希望をハッキリ示されていた.

依頼者の相談員と何度か話し合った結果，訪問を希

望する児童は原則，住居の近くの施設を選ぶことで，

F施設からの申し出を受けることにした.卒業まで

の4年間， s施設と F施設，形態が違う高齢者介護

施設への訪問回数は合わせて 31回，訪問児童数の

べ 309名，付き添い者人数 125名だった.

(4) 2003年一継続の危機から次のステップへ

しかし，土曜休みが始まり 1日の授業時聞が伸

びて帰宅時間が遅くなった頃から，早帰りの日がほ

とんどなくなり，付き添いをしてくれた保護者たち

が働き出したことなどで，活動の回数も減っていっ

た.地域の方が「子ども会Jに案内をまわしてあげ

ると言ってくれたが，新しく加わる子どもへの接し

方で悩み，親交のあった大学講師や介護施設で働く

職員，学校教員の研究グループなど多方面の方に相

談したら，新しくボランテイア組織を作って，子ど

もたちの活動も団体の活動の一部にすることを薦

められた.そこで，次のステップに移行するため，

これまでの「ま土め」と評価を受けるため， 2003 
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年 11月， I第四回日本精神衛生学会j のワーク

ショップで I小学生の介護施設訪問~身近な関わ

りを求めて~J と題して 4年間の活動報告を行った.

(5) 2004年一新しい子どもたちのボランティア育

成企画

新しいボランティア組織を作る話と前後して，こ

れまで地域の協力だ、けで担ってきた児童の訪問活

動に，専門家の指導を導入すれば，もっと活動のお

もしろみが出て来る可能性を指摘してくれる人が

いた.やってみようという話が出て I夏休み小学

生福祉体験講座jの構想、が動き出した.表 5に示し

た話し合いの他に，続けて記したこだわりの 6項目

も含めて S施設に改めて新構想への協力をお願い

した.

①募集人数は 10名-児童とじっくり対話したり，

新しいことをわかるよう説明したりできるの

は，大人一人に児童 3~4 名と経験をもとに決

めた.また.会場の大きさにも制限されると考

えた.

②会場は S施設・・・会場は，高齢のお年寄りが暮ら

す「生活施設(特別養護老人ホームなどの介護

保健施設)Jを希望.お年寄りたちが暮らしそ

のものを送る場所で，お年寄りの日常生活を見

聞きしながら受ける福祉体験のいろいろは，

I気づきJが得やすい効果的な場所と考えた.

③集会室の確保・・・子どもたちは，初めての場所や，

お年寄りの聞にはいって常に緊張している.坐

学を受けたり，次の活動の準備をしたり，休息

したり，ふざけたり，最後におやつを食べなが

ら1日の振り返りをする，リラックスして子ど

もたちだけの場所を作ることが大切だと経験

から学んだ.

④車いす講習を実施ー参加する児童が，一番楽し

みにしているのは車いすの操作である.車いす

は大人用のため，子どもの体格では無理なこと

もある.しかし，繰り返し練習し， 2人一組で

動かすことなどで，体力的なハンディを乗り越

えると期待した.

⑤昼食は施設の給食一お年寄りはどんなものを

日頃食べているのか.入所者と同じメニューの

昼食を食べて，食べることを考えるきっかけに

する.また，直接お年寄りの食事を見て形状の

違いと，その理由も説明してもらう.

信公園へ出かける- 日頃，外出の少ない施設入居

の方たちが，少しでも自宅で過ごしていた時の

自由な感覚を取り戻してもらって，子どもたち

と思いつきり締の中で楽しんでもらいたいと

考えた.

以上， I夏休み小学生福祉体験講座」の企画を前

に， s施設と協議した結果，表 5に記載したような

回答をもらい，今後，協働して問題を解決していく

ことを約束した.

表 5 r夏休み小学生福祉体験講座J実施に向けた打ち合わせ内容

項目 申し入れや問い合わせ事項 回答

時期 夏休み中 職員の盆休み期間8月 10 日 ~20 日を外す

日数 不連続の3~4 日間 4日間で了承

思食手配 施設で給食希望，実費支払い 事前に食数を連絡，上限15食

会場 費用負担なく集会室を借用したい 。
講師や協力者の派 館内の案内，管理栄養士，車いす操作の指導 見守りのためだけに職員出せないがフロアで勤

遣の有無 者，園芸作業の協力指導者，見守り職員 務する職員が常に対応する。他は了承.

カリキュラムの設定 入所者とふれ合う時間 施設の1日の予定にあわせて決める

最終イベントの内容 入所者がお金を使う体験，ゲームの実施，景品 最終的にお金の使用はしない，おやつは夏の

付きくじ引きをする，なにか普段食べられないお 時期を考慮してアイスクリーム(溶けるアイスは

やつを出す 出せなかったが，人手が多し、と配れるので，種

類を選び外注する)

外出の可否 公園へ一緒に行きたい 予定日は職員の数を揃える.熱中症のリスクが

高まった現在，車輔で送迎している

費用等 講座の費用一部負担 × 

コピー機や車いすの使用 。
くじ引きセットの費用負担 。
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問題は，子どもの気持ちを考えた講座が作れる講

師選びだ、ったが，いろいろな繋がりから現在も講師

を務めてくれている 3名にお願いした.福祉体験講

座の開始までに，小学生が楽しく学べて体験も多い

欲張りな内容にしたいと，企画を持ち寄った.

と思われる複数の助成団体に申請した.神奈川県共

同募金会などの助成金を受ける事ができたので.参

加者の負担は昼食と傷害保険のみになった.

(6)開催費用など

これまでの活動でかかる費用は，わずかな消耗品

くらいで，賛同される方の寄付のみで続けられた.

しかし講師への謝金や募集などにかかる経費が必

要になった.第 1回を始める準備期間中に，助成金

について調べた.申請には団体名，定款，決算書類

などが必用だと知った.急いで、作成して， I福祉JI高

齢者支援JIボランティア育成JI地域福祉JI青少

年育成JIまちづくり Jなど， I小学生福祉体験講座j

の実施を含めたボランティア活動が，対象に当たる

第 l回の I夏休みノト学生福祉体験講座Iは，表 6

の内容で実施した.参加者は小学生，中学生合わせ

て 7名.そして講師 2名， s施設職員とへルパー資

格のあるボランティアで実施して，これまでにない

充実感を覚え，改良点を見つけて無事に終了した.

ボランティア知識をもった小学生を育てる活動

(1)はじめに

冒頭に示した表 1のとおり I夏休み小学生福祉

体験講座」は，小学生と介護保険施設に入居され，

日頃外部との関わりや，外出する機会が少ない方た

ちとの交流を中心に構成したものだ.公園への散歩

表 6 夏休み福祉体験講座4日間のカリキュラム

[参加者]4年生:1名， 5年生 3名，中学3年生:3名，社会人2名(8月4日まで)

午前の部 昼食 午後の部 担当者 総人数 終了時間

8/2(月) 9:00~ 自己紹介，オリエ ブルーペリー デイケア 塩崎 10名 16:00 

ンテーション 一緒に昼食 14:00~15:30 

知的障がい者作業所・ブ お客様と挨拶，リハピ、リ体 施設職員

ルーペリーへ自転車で移 操

動

担当者;日高所長 おやつの配膳など手伝 ボランティア

い，音楽療法に参加，お

見送り

[住所]:萩園 1日の振り返り

社会人はデイケアの見習 13名 16:30 

し、

8/3 (火) 9:30~ 朝のあし、さつ 施設内 15:00~16:00 2，3階で 塩崎，喜多

実習 ボランティア

10:00~14:00(全館使 車いすの操作などの移動 誘導指導木村講師

用) 体験 車いす指導永田講師

視覚障害者体験など

移動介助の実習 1日の振り返り

8/4(オ，) 9:30~ 朝のあし、さつ 施設内 3階で記憶障がいのあるお 塩崎，遠藤 10名 16:00 

年寄りと

3階で介護体験，園芸の 交流，レクリエーション体 ボランティア

補助など 験

3日間の振り返り 事務長

8/27(金) 10: OO~ 朝のあし、さつ 施設内 3階で記憶障がし、のあるお 塩崎，遠藤 8名 16・00

年寄りと

3階テラスで球根，種，種 交流，レクリエーション体
ボランティア

芋の植え付け 験

昼食 事務長

13: OO~ レクリエーション 園芸担当者

の説明

13: 30~ 3階のBユニット

からレクリエーション開始
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やおやつバザールの開催を，子どもたちのカで成し

遂げる ことを目標に，実習 と体験を 日々積み上げ，

最後のイベントで体験を通じて成長した姿が見ら

れるよう，カ リキュラムを組み立てた.2011年も，

熟練した3名の講師や施設職員，ボランティアが協

力，長年の活動から生まれた，変化に富んだ講座内

容となるよう工夫した.2012年夏， 9年目が終わっ

た.これまでに参加 した小学生の合計はのベ 105名

となった.(4年生から参加すると 3年間連続した参

加とな り，既に 10名存在する)• 

(2)福祉体験講座の4日間の紹介，(日々の「振り

返り作文」 を抜粋して写真と共に紹介する)

1日目

・今 日，始めて老人ホームに行ってお年寄 りが

いっぱいいま した.最初行ったときは知らない子

がいたけど，すぐ友達になれました.車いすがお

もしろかったです自分でおしてみたときはうま

く曲がれなかったです.外に出てジャ リ道を自分

でこいでみたら，石にハマった りしました.でも

たのしかったです.おとしよりのおやつ配りもた

のしかったです.おとしよりとはなしがしかった

です.

ぬり絵ばかりやって，おやつをたベてく れない

人もいました.でも楽しかったです

おやつの配膳をさせてもらい，トロミづけの意

味と方法を教えてもらった(写真 2)

2日目

・2日目，おやつ配りの前におとしよりと遊びま

した.最初は本当にいっしょに遊べるかなと思っ

写真 2 お年寄りへのおやつ配り体験
配る前におやつの違いを教えてもらう

たけれど，だんだんなれてきました.最初は「か

えるの歌Jと「ほたるj という 2曲をお年寄りの

前で歌いました.元気なおとしよりや，元気のな

いおとしよりもいましたけど，いっしょにしゃべ

れてうれしかったです.最初はこの人こわそうだ

なと思いましたけど，話してみたけどこわくなく

すっごくやさしかったです.歌を歌っている時，

はくしゅをしてくれたおと しよりもいました.

次に遊ぶまえにつくった輪っかでおと しより

と遊びま した.さいしょに輪っかをうでにとおし

て，お年寄り と手をつないで，行ったりきたりし

て，何回もおとしよりとやって，ほとんどの人と

いっ しょにやってわらってくれたおとしよりが

いたのでうれしかったです.その次に輪っかを手

にいれてわなげを しました.何人にも回って，そ

の l人は「この輪っかを大切にして，おとさない

ようにねー」といってくれたおとしよりがいまし

た.

おわったらおやつをくばりました rありがと

うJといってくれたおとしよりがいたのでうれし

かったです.またたくさんあそびたいです(写真

3). 

3日目

.今日は，目が見えない人のことを知るで，点字

の本「点字毎日Jという本をもらいました.昼を

たべたあとおとしよりと，わくわく花壇に行きま

した.そこではお年よりと花つみ，お茶のみ，シャ

ボン玉などを しました.次のさいしゅう日の「お

やつパザ、ーノレj がたのしみです(写真 4).

写真 3 輪投げて遊ぼう・デイサービス訪問
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写真 4 自のみえにくい人のことを学び，サポー ト方
法を体験(トランプゲーム)

-今日はおじいちゃんとおばあちゃんと，施設の

まわりをお散歩に行きました.

おばあちゃんのぼうしにお花をつけてあげた

らよろこんでくれました.とてもうれしかったで

す.

ごはんのはこびやお茶の じゅんびが『熱い! ~

でも楽しかった.またやってみたいと思った.

スイカもとった.今日たべたのは黄色のスイカ

だ、った (初!) 

.印象に残った事は，車いすの人も利用できる車

です.実際に体験してみて，とても使いやすくて，

車いすに乗っている人だけでなく ，足やJ!嬰が悪い

人で、も利用できてとてもバリアフ リーの整えら

れている車だなと思いました.

午後はわくわく公園で，おばあちゃんたちとの

触れ合い.花をつんだり，コミュニケーションも

とれてすごく貴重な体験ができま した.話しのつ

じつまが合わない事があり迷ってしまうことが

ありましたが，あきらめないで話を していくと楽

しいことが分かりました.目で見て しっかりと話

の内容をったえようとすれば，分かつてもらえる

ということを感じました.今日はいろいろな物に

触れ合う事が多く ，お年寄りとの触れ合いもでき

てとても良い 1日でした(写真 5・6).

4日目

・今 日で最後の 日でした.最初，老人ホームに来

たとき自こ しょ うかいするのかなと思っていて，

すごくきんちょう しました.みんな しらない子

ばっかりなので，早く友達になりたいなと思って

話しかけてみたら早く友達になれたので，そのと

写真 5 ペアで車いすを押して公園へ

写真 6 好きな花を摘んでもらって花束を作る

きはすごくうれしかったです.

1 日 目 ~4 日目までの昼食がすごくおいしかっ

たです.2日目から，朝のあいさつがたのしみで

ねれませんでした. 3日目はわくわく花だんへ

行ってお年よりと花つみをしました.よろこんで

くれました.4日目はおやつバザールをやりまし

た.みんな 2人グループでおみせを聞きま した.

たの しかったです.またきたいです (写真 7).

・最初は2回目 なのにきんちょう しました.でも

去年の人たちがいたので、良かったです.

今年はお友だちと一緒にこれてとてもうれし

いなと思いました.私は 6年生なので今回で一応

最後です.でもいい思い出に今回もな りそうです.

今日は，何とい うことはしませんでした.ですが

おじいちゃんやおばあちゃんと遊びま した.その

ときにおばあちゃんが一緒にやりま しよ うと

言ってくれたのでやりやすかったです.でも，こ
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うやってやるんだよと教えても，ちょっとしらん

ぷりされてしまったのでショックをうけました.

それでもねばりづよく言っていたら九、いよJみ

たいなニツコリ笑顔を見せてくれました.私は，

ねばりづよく言ったかいがあったなぁとすごく

思いました.その中ではたらいている人も大変だ

ろうなぁと改めて思いました.おじいちゃんやお

ばあちゃんも一生けん命足をうごかしていると

ころを見たら，なんだか気持ちがよくなりました.

これからもおじいちゃんやおばあちゃんとふ

れあっていきたいと思いました.これからもよろ

しくお願いします (写真 8)

(3) 福祉体験講座のねらい

参加児童の半数以上は車いすに早く乗りたいと

思い，乗っている顔は念願叶って満面の笑みだそ

の気持を大切に，講習の内容を考えてくれるのが N

事務長である.車いすを一人で動かす，五いに動か

す，危険な扱い体験，砂利道や段差での使い方，短

時間の介助，外出など，段階を追った体験を組み合

写真 7 毎朝たくさんの笑顔に出会う朝の挨拶

写真 9 段差練習

わせることで子どもたちの理解が深まると共に，練

習も楽しいと頑張ってくれる.さらに.自らが車い

すに乗ってガタガタ道を体験し，怖くて疲れること

があると実感しているので，乗ってもらうお年寄り

のために，一所懸命練習している.車いす講習の目

的は，お年寄りを乗せて公園へ行って，一緒に遊ぶ

ために上手に使えるようにすることだ(写真 9，10)

この講習に限らず，行われる講習の一つひとつに

目的がある. I障害に関する学習」では，視覚障害

者体験を充実させ，アイマスクを使って食事を した

り，全盲や低視覚の状態を体験したりすることで¥

障害者の状況を理解すると共に，障害を越える生き

る力を知ってほしいと考えている.また，児童に

とってなじみが少ないのが園芸だ、った植物を使っ

たレクリエーションを毎年導入している I湘南夢

わくわく公園Jで行う園芸レクリエーションは，お

年寄りたちが，公園という公共の場に件むことで，

施設内では得られない季節感や開放感，公園を利用

する市民と出会うなどの，日常の暮らしの中に身を

写真 8 おやつを配り終えて語らう

写真 10 車いす回線も大切に練習が続く
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おく楽しみを感じてもらう機会を作っている.お茶

を飲んだり，しゃぼん玉を気兼ねなく飛ばしたりし

て，伸び伸び過ごすことを目的にしている(写真 11). 

(4)成果と課題

普段接する機会が少ないお年寄りが暮らす施設

の中で，お年寄りの日常生活に触れながら受けた学

習とボランティア体験は，子どもたちの心に達成感

と楽しい思い出を残しているようだ rボランティ

アJの本当の意味について気づいた子どもたちの成

長は，作文や振り返りの話し合いから知ることがで

きる.さらに，おやつの配膳を組み合わせた最後の

イベン ト4日間の集大成， rおやつバザーノレjでは，

参加者の誰もが楽しめるように，身体が不自由な方

や，お年寄りの動きに合わせたサポー トができるよ

うになった. (写真 12，13) 

また，子どもたちを受け入れてくれたお年寄りた

ちは，子どもたちに「ありがとうよJr気持ちいい

よJr上手だねJなどの言葉をかけてくれた 人の

写真 11 公園で児童と自由に楽しむ

写真 13 おやつバザーノレ・輪投げゲーム，この位置な
ら入るかな

役に立ち褒められたことが，子どもたちの満足度を

より高め，もっとかかわりたいという気持ちに繋

がったと感じている.そしてその子どもたちの気持

ちが，お年寄りたちの元気の源となっていると聞い

ている(写真 14) 今後も多くの子どもたちが興味

をもって参加してくれるよう ，理解ある講師やボラ

ンティアを確保したり，高校生や大学生になった経

験者が，ボランティアの一人として戻りやすい日程

を確保することを考えたい.さらにボランテイア精

神を理解する子どもを増やすため，他の施設でも実

施できるよう受け入れ施設を開拓することなどが

課題である

しかし，ほとんどの介護や福祉の講座は NPO法

人や市民団体が開催している.我々だけでは，回数

も地域も内容も限られるので，介護保険施設が主体

となるようずいぶん薦めてきた トライした施設も

あったが 1年で撤退.お祭りの手伝いなどに招くの

が現状である.資金やマンパワー，そして子どもを

写真 12 おやつバザール・ストライクグーム

写真 14 朝の挨拶 ・昔の本やカタログ、を持って訪問
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指導することへの不安などで，難しいと聞いている

園芸の楽しみ再発見

話はかわって， s施設では前々から入所の方の楽

しみに，コンテナや庭で作物や花を育てることを始

めていた.第 1回の「夏休み小学生福祉体験講座J

の中で，一緒に種を蒔くことになったお年寄りが，

コンテナの土を種まきができるようにならしはじ

めた.それを見ていた子どもたちが目を見張った

(写真 15). それまで麻療があり，もの静かな人と

思っていたそのお年容りの方の手が，するすると小

刻みに動いて，あっという聞に目の前の土がならさ

れるのを見た，子どもたちの反応はとても大きかっ

た.その方は秦野でイチゴ栽培をされていたとか.

他のお年寄りも園芸作業では元気に作業の仕方

を教えてくれたり ，見本を見せてくれたり，嫁ぎ先

でのできごとや生家の話など してくださる方もい

らした.あらためてみなさんの様子を観察してみる

と，入居されている高齢者の方たちにとって，植物

を育てることは， r園芸j と言う特別のレク リエー

ションではなく，土いじりや庭仕事，農作業という

生活に密着した，これまでに生きてきた自然な営み

の lつだと気がついた.そんなことがあって S施設

の担当者と相談して，園芸活動も意識して取り入れ

ることにした.施設の庭もある程度，自由に使える

ようになったので，積極的に職員と支援者らと ，作

物を植えていった.そんなとき，よく「園芸療法J

の話題が出た.筆者も植物を育てることが好きで，

「園芸療法Jや「園芸福祉Jとしづ言葉をよく耳に

していた.また，身近にいる福祉や医療の世界の人

写真 15 園芸の始まり ・子どもとお年寄り

達も興味を持っていたので，新しいボランティア組

織を作る時は，介護に園芸活動を取り入れたいと考

えていた.

この機会に， r園芸療法Jや「園芸福祉j がどの

くらい一般に認知されているのか調べてみたいと

考え r園芸福祉がもたらす世界Jと題した福祉と

園芸に関わるシンポジウムを，2004年 3月，茅ヶ崎

市で株式会社サカタのタネの協賛を得て開催した.

その時の基調講演は「植物とともにある心身の癒し

と豊かな人生を提案するJと題して，松尾英輔氏に

お願いした.一般市民対象のシンポジウムだったが，

80席は，満席だ、った.ここから「園芸福祉Jという

言葉が広まり話題となったことで，ボランティア組

織を立ち上げる追い風になった.

植物を育てる楽しみを持つ人は多く，特に収穫は

子どもも大人もみんな大好きで興奮する園芸作業

だ(写真 16).もっと広い花壇でいろいろな収穫を

やりたいと話していたら，同じ校区に新設された，

リハビリを中心にした介護老人保健施設(以下， i老

健 NJとl略す)からも|隣接の土地に花壇を作って欲

しいとの依頼が来た iみんなで花や野菜を育てて

一緒に楽しもう」と呼び掛けて新しいボランティア

組織を立ち上げる予定だったので，社会福祉協議会

に協力を依頼し，茅ヶ崎市内でボランティア希望者

を公募した.説明会の 7月 20日には，新しく 12名

も集まり，会員は 18名になった.18名は， i小学生

福祉体験講座jの実施を支えることや，子どもたち

と高齢介護施設を訪問するなど，これまでの事業の

継続の他，表 7のイーハ トーフeプロジェク トの内容

も了承してもらった.

写真 16
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表 7 イーハトーブプロジェクト

プロジェクト1 2 00 5年7月 ~2006年3月

プロジェクト2 2006年1月~

プロジェクト3 2006年3月~

第l期園芸ボランティアの育成、講習等継続実施

地域開放のオープンガーデンの設計、施工と管理

老健焔設内リハビリ用ガーデンの一期工事
プロジェクト4 2 00 5年11月 ~2008年年3月

ブロロジェクト5 2 00 5年6月 ~200 7年 1 2月

認知症を含めた園芸福祉プログラム開発とQOLの評価

小出川湘南夢わくわく公圏整備計画に参画

写真 17 ハーブティーの作り方と飲み比べ

集まったボランティア希望の方は，みんなで園芸

を楽しんだり高齢者の生活をサポートしたりとい

う活動を希望して応募された.しかし，自分たちに

やっていけるか心配されていたので，実践しながら

知識を深めていく OJT方式を提案した.新しい 12

名の会員は，その夏から交代でボランティアとして

小学生たちに付き添った.知識を深める方法として，

専門家による講座や実習，できる人が教える自主講

座，子どもたちと一緒に机に向かうなどを行ってい

る.また，会員の学習のため開く講習会を公開にし

て，市民一般の方へも参加を呼びかけた.受講を

きっかけに入会して欲しいという期待もあった.

先に述べたように 1回目の「小学生福祉体験講

座Jから，必ず「園芸レクリエーションjの時間を

半日以上設けた.初めて体験する児童がほとんど

だったが，男女とも土に触ったり，苗を植えたり草

取りまでもクワをもって鼻歌交じりで楽しそうに

していた.自分自身が楽しかったので，園芸の時間

もお年寄りたちは「楽しいんだJとしっかり理解し

てくれた.園芸レクリエーションの講師も，児童が

解りやすいよう講習内容を組み立て，ボランティア

と一緒に教えてきた.これまで実施してきた園芸レ

クリエーションは，

@サツマイモや夏野菜の世話

写真 18 2階で香りの花束作りを実践

@お年寄りと一緒に講習を受けた，ハーフ守ディ一

作りと飲み比べ(写真 17)

@マッサージオイル作りの講習後，実際にお年寄

りの手をマッサージ

。ルームフレグランス作りと虫除けスプレー作

り

@寄せ植えづくり

@玄関前の花題作りや裏の畑作り

@香りの花束(ブーケ)作り(写真 18)

などだ.そのうち「小学生の福祉体験講座Jのこと

を知った S施設近くの農家は，畑の一部を使って，

春はイチゴ，秋はサツマイモを収穫できるよう，植

え付けから育成まで、担ってくれた.畑へは子どもた

ちとお年寄りと一緒に行き(写真 19)，摘み取り方

などは参加のお年寄りに教えてもらった.外出でき

なかった方へは，収穫物(イチゴやサツマイモ)を

持って帰り ，摘み取りや外の様子など楽しい思いを

共有することが大切だと考えて実行している.

さて，集まった新しいボランティアたちが，福祉

体験講座での小学生たちの活動に触発されてまず

取り組んだのは，定期的に介護施設へ出向き， 60 

分の園芸レクリエーションを進行することだ、った.

園芸レクリエーションで季節の楽しみを感じても

らうために，ボランティアたちがこれまで作った作
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写真 19 イチゴの取り方を教えてもらった 写真 20 リース作りの練習

物の一覧が表 8である.できるだけ作りやすく ，収

穫が楽しく，身近な植物を選んで育てている.

また，写真 16のコマツナは，寒い時期で外に出

られないお年寄りたちに， 収穫体験を してもらって

いるところである.畑で育てたものを，そこに植

わっているかのように，そっくり土ごとトロ箱に移

した.準備した子どもたちの方が，どんどん収穫す

るお年寄りの姿に興奮しているのが印象深かった.

寒さも過ぎた頃，良く見知った女性が r今日は

どんな天気ですか」と，ガラス窓を背に聞いてきた.

クルッと振り返れば曇り空が見える場所で聞かれ

たのは，とっさに肌に感ずる四季の感覚を問われた

と思った.開設時から入居されている彼女はとても

陽気でおしゃべりが上手な，子ども好きの方だった

表 8 複数の施設で育てた作物の一覧

コンァナ栽培 収穫期 畑で栽培 収穫期

アスパフガス 5月 カボ.チャ 8月

イチゴ 6月 小玉スイカ 7月

カブ 11月 さつまいも 11月

ゴーヤ 7月 タマネギ 5月

小松菜 8月~ 花オクフ 7月

四角旦 8月~
ショウガ 10月

ズッキーニ 7月

トマト 7月

ナス 7月

ノ号ッションフルーツ 夏

ブルーペリー 6月

ブロッコリー 11月

落花生 9月

レタス 11月

ワケギ 10月

.施設の中で暮らし続ければ五感も衰え，感情の発

露も低下していくのだろう.筆者には彼女が急に

弱ってきたように見えた.そんなこともあり，会員

のみなさんと移り変わる季節毎に，栽培した植物を

コンテナなどで各々の施設に持ち込む活動を心が

けている.育てる植物は，管理する花壇を使って材

料を育て，リ ースやフラワーア レンジ，正月飾りや

植物型染めなどの工芸品作りに使い，訪問する施設

の年間予定をたてて準備している(写真 20). 

「夏休み小学生福祉体験講座Jを修了 した児童に

も呼び掛け，希望者を募った(表 9).できるだけた

くさん植物を身近に感じる機会があればと，別に開

催しているボランティア養成講座に，児童が楽しめ

る内容の時は招待して，興味が続くような対策もし

ている.(深町貴子氏が教える，ノレームガーデ、ン「冬

でもすずな り新鮮野菜づくり j など) (写真 21)

おわりに

介護職の方たちが我々の活動をどのように受け

とめたのか， 1年経過した時点で老健Nの職員に聞

き取りを行った.r職員自身が何かを育て始めたJ，

「入所者と話をするきっかけになったJ，r入所者の

違う顔を知れて良かったJなど，入所者自身への評

表 9 植物で遊ぶレクリエー
ションの予定

12月 フレッシュリース作り

3月 コンテナを使った寄せ植え

5月 イチゴ摘み

8月 福祉体験講座

10月 芋掘り
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写真 21 児童にも分かりやすくお年寄りも理解して
くれる内容

価はわからないが，園芸レクリエーションを始めて

良かったと，職員たちは答えてくれた rイーハトー

ブ湘南Jの活動は，この老健Nのプライベートガー

デンを中心に3年にわたって園芸作業の拠点として

使ってきたが，土地を地主に返還することで終了と

なった

現在は，茅ヶ崎市立「湘南夢わくわく公園Jの花

壇部分を管理している.同時に，通称「わくわく花

壇jの園路を簡易的だが整備して，車いすでも杖の

歩行でも安心して通れるまでにした.園芸ボラン

ティア団体として手がけた 5ケ所目の花壇で，やっ

とオープンガーデンにすることができたこの花壇

写真 22 収穫の楽しみ・スイカ

を起点、にして，高齢者介護施設にいる方たちゃ， r小
学生福祉体験講座Jの講座の中で，子どもたちがお

年寄りと一緒に訪れたり，遊びに来た子どもたちに

ジャガイモやチューリップを植えてもらったりし

ている.この花壇を訪れる方が，緑の植物に閉まれ

た環境の中で，心や体の安らぎを得て生きる力を取

り戻してほしいし，一番園芸作業を楽しんでいる

我々ボランティアと関わって，コミュニケーション

が生まれるようにと願っている.

茅ヶ崎は，住宅に固まれたところにも，高収益を

上げる農家が点在している.日照時間の減少などの

一般住宅と近すぎる リスクにもめげず，減農薬は当

たり前，土作りをみなさん工夫して集約的な農業を

目指し， 農家や料理人，学校給食などとの横の繋が

りも強し、と感じている経験も浅い我々に農業がで

きるのは，土地に根ざした農作業の技術を，こだわ

りなく教えてくれる，職人技をもつの農家の人々に

よるところも大きい(写真 22，23).農業指導者だ、っ

た宮沢賢治の理想郷に少しでも近づきたいとの思

いを込めて名付けた「イーハトーフ。湘南J.会員と

共に，土地に根ざした繰を育てるとともに，高齢者

や障害のある方たち，そして地域に住まう方すべて

の QOL向上に役立つ活動でAあって，楽しみながら

続けられるのが，希望である.

写真 23 わくわく花壇に集合
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